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（公社）福岡県産業資源循環協会

第10回定時総会
が開催されました

令和３年６月３日（木）、

博多サンヒルズホテルにおいて、第10回定時総会が開

催されました。

　緊急事態措置の中の開催となりましたが、会員の皆さ

ま方のご協力により、無事に終えることができました。

　総会では、以下の議案が提案・審議の上、全て原案

通り承認されました。

◦議事

第１号議案　令和２年度事業報告承認の件

第２号議案　令和２年度決算報告承認の件

　　　　　　（監査報告）

第３号議案　辞任に伴う役員選任の件

◦報告事項

１. 令和３年度事業計画に関する件

２. 令和３年度収支予算書に関する件

議長を務める酒田副会長

総会の様子
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（公社）福岡県産業資源循環協会では、協会の運営発展や産業廃棄物処理業界において
その功績が顕著である方々を表彰しております。
令和３年度は、下記の方々がご受賞されておりますので、ご紹介いたします。

（公社）福岡県産業資源循環協会表彰を

ご受賞された皆様のご紹介
令和
３年度

福岡建材 株式会社　　　　　　樋口　貴徳　氏

柴田産業 株式会社　　　　　　柴田　功治　氏

太陽セランド 株式会社　　　　藤田　幸治　氏

株式会社 産興エコサービス　　吉武　智生　氏

功 労 者 表 彰

有限会社 愛州産業

栄和産業 株式会社

有限会社 サン企画

光進工業 株式会社

優 良 会 員 表 彰

ユナイト福岡 株式会社　　　　川原　幸弘　氏

吉永商店 株式会社　　　　　   吉永　保仁　氏

アサヒプリテック 株式会社　   木﨑　健逸　氏北九州事業所

優良従事者表彰

ご受賞ご受賞
おめでとうございますおめでとうございます
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　当協会では、産業廃棄物処理業に携わる職場の第一線で働く社員の皆様の安全に対する意
識を高揚し、労働災害発生を撲滅することを目的に労働安全衛生標語を募集しております。
　今年度は、以下の作品が入賞されました。
　標語等を活用し、日頃から、労働安全衛生の意識を高め、労働災害防止に努めましょう。

今年度も、多数のご応募、ありがとうございました。

㈱産興エコサービス
青木　由美　様

㈱産興エコサービス
後藤　昭仁　様

収集運搬部門

処 分 部 門

令和３年度
労働安全衛生標語入賞作品の発表

最優秀賞

最優秀賞

優秀賞

優秀賞
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井手　繁明　様
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　令和３年度「福岡県環境保全功労者
知事表彰」の伝達授与式が、６月30日

（水）に吉塚合同庁舎にて行われ、当協
会の平河　孝洋　理事（共栄環境開発
株式会社／常務取締役）が受賞されま
した。

　この表彰は、環境保全のための活動
を自主的、積極的に推進し、その成果
が特に顕著である個人または団体を表
彰するものです。

　平河理事は、筑後地方で開催される環境フェアなどの協会事業に積極的に取り組み、その中心的役
割を果たすなど、長年、ご尽力いただいております。また、協会並びに自らの社業においても、SDGs
の目標達成に事業所全体で取り組むなど地域の模範となっており、また、「令和２年７月豪雨災害」にお
ける災害廃棄物処理支援事業では、大牟田地区の統括現場責任者として中心的役割を全うし、被災地
の早期復旧に貢献されました。

　こうした一連の活動が評価され、今回の県知事表彰受賞の運びとなりました。
ご受賞、おめでとうございます。

平河 孝洋理事 が、
福岡県環境保全功労者知事表彰を受賞されました令　和

３年度
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（公社）全国産業資源循環連合会表彰を

ご受賞された皆様のご紹介
令　和
３年度

（公社）全国産業資源循環連合会では、業界の発展に資することを目的に産業廃棄物処理
業務に顕著な功績があった方々を表彰しております。
令和３年度は下記の方々がご受賞されましたので、ご紹介いたします。

共栄環境開発 株式会社　　　　平河　孝洋　氏

有限会社 山東商事　　　　　　戸上　智広　氏

松山建設 株式会社　　　　　   田中　唯登志　氏　　　　 豊前合材工場

地 方 功 労 者 表 彰

株式会社 柳原産業

有限会社 荒巻商店

株式会社 エヌケイ技研

株式会社 ツネミ

地方優良事業所表彰

株式会社 西興　　　　　　　　桐島　俊一　氏

有限会社 ゴダイユー　　　　　松永　光博　氏

有限会社 大山産業　　　　　　大山　喜貴　氏

光和精鉱 株式会社　　　　　　岡本　昌彦　氏

優 良 従 事 者 表 彰

ご受賞ご受賞
おめでとうございますおめでとうございます
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令和３年度
（公社）福岡県産業資源循環協会役員の紹介

会　　　長 森　　　史　朗 ㈱森商事 代表取締役
筆頭副会長 竹之内　　　順 ㈱福岡サービス商事 代表取締役
副　会　長 吉　冨　慎　一 ㈱成田美装センター 代表取締役
副　会　長 小　林　久　生 ㈲山幸リサイクル 代表取締役
副　会　長 酒　田　雅　央 ㈱クリーンセンター 代表取締役
専 務 理 事 大　野　一　郎 （公社）福岡県産業資源循環協会

福
　
岡
　
支
　
部

福 岡 支 部 長 田　原　慶　太 ㈱西興 専務取締役
田　篭　英　治 ㈱都市資源開発 代表取締役
大　澤　清　和 エコアス㈱ 代表取締役
柳　原　兆　孝 ㈱柳原産業 代表取締役
白　井　文　平 ㈱タイヤチップセンター 専務取締役
山　本　節　子 ㈱筑紫野市浄化槽センター 代表取締役

筑
　
後
　
支
　
部

筑 後 支 部 長 大　津　　　実 ㈱紙資源 専務取締役
安　徳　育　弘 ㈲清美寮安徳 代表取締役
平　河　孝　洋 共栄環境開発㈱ 常務取締役
藤　井　　　隆 藤和開発㈱ 代表取締役
大　坪　尚　宏 大坪 GSI ㈱ 代表取締役
石　田　有　志 栄和産業㈱ 専務取締役

筑 
豊 

支 

部

筑 豊 支 部 長 石　戸　英　志 石戸産業㈱ 代表取締役
城　本　　　潤 ㈱神田商店 代表取締役
渡　邉　充　陽 ㈲ウイルビ 代表取締役
戸　上　智　広 ㈲山東商事 代表取締役

北
　
九
　
州
　
支
　
部

北九州支部長 三　橋　雅　之 三共建設㈱ 代表取締役
野　坂　輝　和 野坂建設㈱ 代表取締役
木　﨑　健　逸 アサヒプリテック㈱北九州事業所 事業所長
吉　武　智　生 ㈱産興エコサービス 代表取締役
岡　本　昌　彦 光和精鉱㈱営業部九州営業所 所長
米　岡　利　幸 ㈱環境化学研究所 取締役兼統括部長
松　本　忠　克 国際産業㈱ 代表取締役

監　　事
田　中　唯登志 松山建設㈱豊前合材工場 工場長
柴　田　功　治 柴田産業㈱ 取締役会長

顧　　問 久留須　昭　夫 共栄環境開発㈱ 取締役
顧　　問 鎌　田　幸　男 鎌田産業㈱ 代表取締役

（令和３年６月３日現在）
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災害廃棄物の処理等に関する協定締結状況

締結日 市町村

平成29年 ３月15日 久留米市
平成29年 ４月 １日 福岡市
平成29年 ６月12日 直方市
平成29年 ６月 １日 京都郡築上町
平成29年 ６月28日 京都郡苅田町
平成29年 ６月28日 京都郡みやこ町
平成29年 ７月 １日 大川市
平成29年 ７月 １日 朝倉市
平成29年 ７月 ３日 築上郡上毛町
平成29年 ７月 ３日 筑後市
平成29年 ８月 １日 宗像市
平成29年 ８月28日 大野城市
平成29年 ９月11日 古賀市
平成29年 ９月21日 糸島市
平成29年 ９月22日 春日市
平成29年 ９月28日 糟屋郡新宮町
平成29年10月11日 飯塚市
平成29年12月 １日 福津市
平成30年 １月 ４日 糟屋郡宇美町
平成30年 １月16日 嘉麻市
平成30年 ２月20日 三潴郡大木町
平成30年 ３月14日 築上郡吉富町
平成30年12月25日 大牟田市
平成31年 ２月 １日 糟屋郡久山町
平成31年 ３月25日 中間市
平成31年 ３月25日 芦屋町
平成31年 ３月25日 水巻町
平成31年 ３月25日 岡垣町
平成31年 ３月25日 遠賀町
令和元年  ６月 ６日 北九州市
令和２年  ４月 １日 行橋市
令和２年 12月 １日 田川市

（令和３年６月１日現在）
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　当協会では、産業廃棄物を排出する企業の担当者にとって産業廃棄物やその処理委託に関す

る法令の知識が、各社でコンプライアンスを進める上で必要不可欠となっている状況に鑑み、

廃棄物処理法をはじめ、委託契約やマニフェスト運用等の産業廃棄物の適正管理についての知

識をいま一度再確認するとともに、関係法令や適正処理を進める上での実務上の重要なポイン

トを学ぶことのできる排出事業者向けの研修会を実施しました。

　研修会当日は、24名の排出事業者または処理業者が産業廃棄物の概要・委託契約・マニフェ

スト等の内容を再確認するとともに、感染性廃棄物の概要に関する講義の内容に熱心に耳を傾

けていました。

【プログラム】
開催日時 　令和３年３月25日（木）
　　　　　13：30 ～ 16：30

開催会場 　 福岡県中小企業振興センター
２階多目的ホール

参加者数 　24名

講　　師 　公益社団法人
　　　　　全国産業資源循環連合会

　　　　　専任講師　岩田　隆　氏

アンケート結果から（抜粋）

◦ 法令の説明だけでなく、多くの実例や

関連する話が聞けてよかった

◦知らないことが多く、勉強になった

◦ 市町村は一般廃棄物しか扱わないの

で、産業廃棄物について知ることがで

きた

◦ マニフェストのチェックの重要性が

わかった 研修会風景

産業廃棄物

マネジメント研修会 ～感染性廃棄物編～ を

開催しました
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　産業廃棄物処理業における労働災害の発生件数は、全産業の平均と比較するとはるかに高く、

労働災害防止における意識や対策について遅れがちであることが課題であり、事業者において

は、安全衛生管理体制を整備し、労働災害を防止することが求められています。

　近年、仕事に対する不安やストレスを抱える労働者の割合が高くなっていることや心の健康障

害での通院、自殺に至るケースも高い数値で推移しております。

　当協会では、従業員のメンタルヘルス対策についての知識を正しく習得し、ケアを実施してい

く目的とし、下記のような研修会を実施しました。

　研修会当日は、社内でメンタルヘルス対策を実施していただけるよう産業保健専門コンサルタ

ント講師からの解説、事例紹介をしていただき、最後にグループワークを行いました。参加され

た方々は、実務的な講義に熱心に取り組

んでいました。

【プログラム】
開催日時 　令和３年３月16日（火）
　　　　　13：30 ～ 16：30

開催会場 　 福岡県中小企業振興センター
３階 「301Ａ会議室」

参加者数 　５名（申込者数６名）

講　　師 　株式会社 ソーシャル・ステップ
　　　　　 産業保健専門コンサルタント

清家　勝代　氏

アンケート結果から（抜粋）

◦ 普段学べない分野の学習ができてよ

かった

◦ 久しぶりにメンタルヘルス全般の話

が聞けて、勉強になった

研修会風景

2020年度福岡県補助事業適正処理マネジメント研修会

知ることからはじめよう。

「職場のメンタルヘルスケアセミナー」を開催しました
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のもりしろう

コロナ禍で作った５個の機関車
　2019 年～ 2020 年の初頭に、中国が発祥とされる、コロナウィルス (COVID－19) は瞬く間に
世界中を席巻し、洋の東西を問わず、これまでの長い歴史の中で培ってきた人間の生活様式を、
劇的にドラスティックに一変させたウイルスで、たくさんの死者、重傷者をもたらし、生態系の
頂点に立つはずの「ヒト」ですら新型ウイルスの前にはなす術がなく、その無力さを痛感する機
会をもたらしました。
　国内においては、2020年の早春にダイアモンド　プリンセス号に端を発した感染拡大が始まり、
今日なお緊急事態宣言が発出されている現状を考えたとき、けったいなことに、人と人との接触
の機会を減らす感染拡大防止策を思うにつけ、いつになったら対面でのコミュニケーションが再
開できるのか、マスク、シールドがいつになったら無くなるのか、ワクチンの供給と拡大防止の
せめぎあいが、何処で均衡するのか、世界中が固唾を飲んで見守っているのは皆さんご案内の通
りです。
　これまでのあらゆる行事、従来の仕事の慣習すべてが消えてなくなり、すでに定着したテレワー
ク、あるいは交代勤務制など仕事の様式も急激に変わる中、期せずして従来の旅 (出張？ )夜の
飲食 (接待？ )をなくした私は、結果的に在宅の時間が圧倒的に長くなって、時間を持て余して
しまいました。
　結果、生きている時間の 1年以上を無駄に費やした感の環境の中、これまでの習慣を大きく変
え、自分自身がこれまで歩んだ人生をもう一度見つめなおす良い機会と捉えて、その時間でなに
かモノづくりを始めよう、と決心しました。中学時代より放浪癖 (笑 ) があり鉄道の楽しみ (乗
り鉄、撮り鉄、模型なんでもござれ )を知っていた私は、この中の模型作りを選びました。
　手指を使う老化防止 (笑 ) と、日ごろの偉そうに宣う大所高所の言質を自戒させる機会と合わ

せて、一から始めようと考えました。「神は細部に宿る」

Ｄ５１
　よく知られた山男の重装備で、重油併燃タンク、敦賀式集煙装置のD51 です。ご本家は北陸
本線の柳ケ瀬越え (杉津越え？ )でしょうか、さすがに時代には届いていません。トンネルの
可動式防煙幕も見たことはありません。
　ということはやっぱり肥薩線の矢岳越えに落ち着きます。天険の地、スイッチバック、ルー
プが併設されていて、大野の大カーブにはたくさんの当時の記録が残されており、写真誌上で
現在でも目にすることができます。後部補機付きの混合列車で、日本三大車窓の一つに数えら
れた雄大な風景の中をロッドも折れよとばかりに懸命に上るその雄姿は、みんなの語り草です。
　モデルは１/50 のアリイ？製 (トウホウ？オオタキ？マイクロエース？版権が次から次に変
わっていてどこでもいいです (笑 )) 皆さんが書いている通り昔の金型のままでほとんどのエッ
ジが落ちていて文句を言えばきりがありません。こういう模型が残っている奇跡に感謝し有難
く作らせていただきます。
　買ってきたのは標準型のD51。今回の目標はこれを重装備のシェルパに改造し人吉機関区に
納品することです (笑 )。全部自作するプライドもビジョンも無く、１/45 の OJ ゲージがある
のをいいことに、やれロストワックスをただ貼り付けただけだの、プラ製品に真鍮線は反則だの、
外野の声には耳を貸しません。工期短縮のためには手段は選びません。頭から集煙装置は全自作、
プラ板とプラパテによる整形で座布団のような、お餅のような微妙なRには手を焼きます。エ

アー駆動の引き棒はジャンク品をかき集めてそれらしく作りました。除煙板にはバイパス弁点
検窓をカッターで抜きましたがへたくそで、かなり傷を入れてしまいました。ドームの砂撒き
管元栓はなぜかそのままで上部にカバーを新設しています。主発電機とATS発電機はパーツ
を加工して取り付け、ボイラーの重油タンクも自作、オーバースケールがご愛敬ですがなんと
なくそれ風でしょう。ランボード上の重油タンクもプラ板で自作です。安全弁はロストワック
スの真鍮製、全体的に地味な機関車の表情で唯一ゴージャスな空気作用管は、真鍮線を束ねて
作りました。キャブの内部はそれらしく色入れをして、ランボード下の複式コンプレッサーに
は 0,3ｍｍ真鍮線で配線を追加して、三方コックのあたりは適当に配管を追加しました。テン
ダーの軸受けカバーには実物写真で見ると配線があり (何なのかわかりません )8 個のカバー
を作って 2本ずつ真鍮線を植えました。なんか ICチップみたいのが 8個できました。炭水車
には 0,8ｍｍの真鍮線で配管を追加し下面のATS車上子はプラ板とプラ棒で自作、後ろの妻面
はアングルのはしごと掴み棒を真鍮に置き換え、暖房管ホースも異径の真鍮管２種で作ってス
テップにかけるとあら不思議、国鉄機の顔になります。増炭囲いはプラ板。切り出した板はカッ
ターを使って表側にフリーハンドで線をつければ木目の出来上がり。石炭はHOゲージのもの
を (ちょっと小さい )山盛りに積んで出区準備は完了です。
　全体の塗装はタミヤのラッカー系缶スプレーでNATOブラック、グリーンが入ったつや消
し黒で機関車の塗色にピッタリ。一発で気に入りました。どうも由来は北大西洋条約機構軍の
軍用車の色らしく、ちなみにキャブ内側の天井板に張ったプラ板と (やっぱり木目がついてい
ます )キャブ内部の塗装にはNATOグリーンというやつを使いました。
　機関車と炭水車の下面全体にウエザリングで、ダークアースのつや消しを吹いて (ちょっと
汚しすぎ)ほかに使った塗料はロッド類とシリンダーの一部にメタルゴールドを吹いています。
ボイラーの火室部分は半つやの船舶模型用の艦底色。細かい部分にはタミヤの艦船用ウエザリ
ングパウダーを刷毛で擦りつければ出来上がりです。
　最後の楽しい作業はナンバープレートの貼り付け、付属パーツは縦横寸法、字体まで目を覆
いたくなるものでOJ ゲージの真鍮プレートを使いました。番号は無視して当機関区に縁もゆ
かりもありません。製造会社の銘鈑も本当ではないと思います。区名差しには縮小コピーで「人」
の金文字を乗せて流し込みタイプのラッカーで固着、合わせて「架線注意」の看板も適所に貼
り付けました。ランボード側面には、デコレーションで白線を入れた機関車も多数見ましたが、
人吉区のD51 はそういう虚飾はいらんとばかりに峻険に挑む男らしさ、その気概がかえって
伝わってきて、無いほうが素敵です。
　九州の機関車は総じて手入れが行き届きよく磨かれていましたが、晩年の実機は錆びてもの

すごい汚れ方のものもあって、こんなに奇麗じゃないでしょうと申される方もいらっしゃると
は思いますが、模型でそこまでのリアル感を追求すればきっと粗大ごみにしか見えない残念さ
を感じるとの持論で、模型なりの美しさがあっていいと思います。そうはいってもプラスチッ
キーで玩具っぽい戯れ事は嫌いですし、なかなか難しいのですがぎりぎりの見切りが、センス
だと思っています。プラスチック製品は可塑剤の塊で (フタル酸エステル系だとか )、金型で
の成型から時間がたってしまうと揮発し抜けてしまい、ひょっとしたらランナーパーツの成型
時期が昭和のロットまであって、柔軟性を失ったパーツは、まるで枯葉のようにはらはらと壊
れてしまうあるいは折れてしまうやつと格闘しながら作る模型は、ある意味趣があり、(本音
は頭にきて (笑 )) ラッカー系塗料を吹けば染みとおるがごとく、文字通り水を得た魚のごとく
部品が柔軟性を取り戻し、喜ぶのがわかります。ご笑覧ください。

第１回

Ｄ５１

第２回

Ｃ５５

第３回

9600

第４回

Ｄ５１

第５回

Ｃ１１
（なめくじ）

鉄道模型製作記

写真 1　コロナ禍で作った５個の機関車 写真 2　D51（前方から撮影） 写真 3　D51（後方から撮影）
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のもりしろう

コロナ禍で作った５個の機関車
　2019 年～ 2020 年の初頭に、中国が発祥とされる、コロナウィルス (COVID－19) は瞬く間に
世界中を席巻し、洋の東西を問わず、これまでの長い歴史の中で培ってきた人間の生活様式を、
劇的にドラスティックに一変させたウイルスで、たくさんの死者、重傷者をもたらし、生態系の
頂点に立つはずの「ヒト」ですら新型ウイルスの前にはなす術がなく、その無力さを痛感する機
会をもたらしました。
　国内においては、2020年の早春にダイアモンド　プリンセス号に端を発した感染拡大が始まり、
今日なお緊急事態宣言が発出されている現状を考えたとき、けったいなことに、人と人との接触
の機会を減らす感染拡大防止策を思うにつけ、いつになったら対面でのコミュニケーションが再
開できるのか、マスク、シールドがいつになったら無くなるのか、ワクチンの供給と拡大防止の
せめぎあいが、何処で均衡するのか、世界中が固唾を飲んで見守っているのは皆さんご案内の通
りです。
　これまでのあらゆる行事、従来の仕事の慣習すべてが消えてなくなり、すでに定着したテレワー
ク、あるいは交代勤務制など仕事の様式も急激に変わる中、期せずして従来の旅 (出張？ )夜の
飲食 (接待？ )をなくした私は、結果的に在宅の時間が圧倒的に長くなって、時間を持て余して
しまいました。
　結果、生きている時間の 1年以上を無駄に費やした感の環境の中、これまでの習慣を大きく変
え、自分自身がこれまで歩んだ人生をもう一度見つめなおす良い機会と捉えて、その時間でなに
かモノづくりを始めよう、と決心しました。中学時代より放浪癖 (笑 ) があり鉄道の楽しみ (乗
り鉄、撮り鉄、模型なんでもござれ )を知っていた私は、この中の模型作りを選びました。
　手指を使う老化防止 (笑 ) と、日ごろの偉そうに宣う大所高所の言質を自戒させる機会と合わ

せて、一から始めようと考えました。「神は細部に宿る」

Ｄ５１
　よく知られた山男の重装備で、重油併燃タンク、敦賀式集煙装置のD51 です。ご本家は北陸
本線の柳ケ瀬越え (杉津越え？ )でしょうか、さすがに時代には届いていません。トンネルの
可動式防煙幕も見たことはありません。
　ということはやっぱり肥薩線の矢岳越えに落ち着きます。天険の地、スイッチバック、ルー
プが併設されていて、大野の大カーブにはたくさんの当時の記録が残されており、写真誌上で
現在でも目にすることができます。後部補機付きの混合列車で、日本三大車窓の一つに数えら
れた雄大な風景の中をロッドも折れよとばかりに懸命に上るその雄姿は、みんなの語り草です。
　モデルは１/50 のアリイ？製 (トウホウ？オオタキ？マイクロエース？版権が次から次に変
わっていてどこでもいいです (笑 )) 皆さんが書いている通り昔の金型のままでほとんどのエッ
ジが落ちていて文句を言えばきりがありません。こういう模型が残っている奇跡に感謝し有難
く作らせていただきます。
　買ってきたのは標準型のD51。今回の目標はこれを重装備のシェルパに改造し人吉機関区に
納品することです (笑 )。全部自作するプライドもビジョンも無く、１/45 の OJ ゲージがある
のをいいことに、やれロストワックスをただ貼り付けただけだの、プラ製品に真鍮線は反則だの、
外野の声には耳を貸しません。工期短縮のためには手段は選びません。頭から集煙装置は全自作、
プラ板とプラパテによる整形で座布団のような、お餅のような微妙なRには手を焼きます。エ

アー駆動の引き棒はジャンク品をかき集めてそれらしく作りました。除煙板にはバイパス弁点
検窓をカッターで抜きましたがへたくそで、かなり傷を入れてしまいました。ドームの砂撒き
管元栓はなぜかそのままで上部にカバーを新設しています。主発電機とATS発電機はパーツ
を加工して取り付け、ボイラーの重油タンクも自作、オーバースケールがご愛敬ですがなんと
なくそれ風でしょう。ランボード上の重油タンクもプラ板で自作です。安全弁はロストワック
スの真鍮製、全体的に地味な機関車の表情で唯一ゴージャスな空気作用管は、真鍮線を束ねて
作りました。キャブの内部はそれらしく色入れをして、ランボード下の複式コンプレッサーに
は 0,3ｍｍ真鍮線で配線を追加して、三方コックのあたりは適当に配管を追加しました。テン
ダーの軸受けカバーには実物写真で見ると配線があり (何なのかわかりません )8 個のカバー
を作って 2本ずつ真鍮線を植えました。なんか ICチップみたいのが 8個できました。炭水車
には 0,8ｍｍの真鍮線で配管を追加し下面のATS車上子はプラ板とプラ棒で自作、後ろの妻面
はアングルのはしごと掴み棒を真鍮に置き換え、暖房管ホースも異径の真鍮管２種で作ってス
テップにかけるとあら不思議、国鉄機の顔になります。増炭囲いはプラ板。切り出した板はカッ
ターを使って表側にフリーハンドで線をつければ木目の出来上がり。石炭はHOゲージのもの
を (ちょっと小さい )山盛りに積んで出区準備は完了です。
　全体の塗装はタミヤのラッカー系缶スプレーでNATOブラック、グリーンが入ったつや消
し黒で機関車の塗色にピッタリ。一発で気に入りました。どうも由来は北大西洋条約機構軍の
軍用車の色らしく、ちなみにキャブ内側の天井板に張ったプラ板と (やっぱり木目がついてい
ます )キャブ内部の塗装にはNATOグリーンというやつを使いました。
　機関車と炭水車の下面全体にウエザリングで、ダークアースのつや消しを吹いて (ちょっと
汚しすぎ)ほかに使った塗料はロッド類とシリンダーの一部にメタルゴールドを吹いています。
ボイラーの火室部分は半つやの船舶模型用の艦底色。細かい部分にはタミヤの艦船用ウエザリ
ングパウダーを刷毛で擦りつければ出来上がりです。
　最後の楽しい作業はナンバープレートの貼り付け、付属パーツは縦横寸法、字体まで目を覆
いたくなるものでOJ ゲージの真鍮プレートを使いました。番号は無視して当機関区に縁もゆ
かりもありません。製造会社の銘鈑も本当ではないと思います。区名差しには縮小コピーで「人」
の金文字を乗せて流し込みタイプのラッカーで固着、合わせて「架線注意」の看板も適所に貼
り付けました。ランボード側面には、デコレーションで白線を入れた機関車も多数見ましたが、
人吉区のD51 はそういう虚飾はいらんとばかりに峻険に挑む男らしさ、その気概がかえって
伝わってきて、無いほうが素敵です。
　九州の機関車は総じて手入れが行き届きよく磨かれていましたが、晩年の実機は錆びてもの

すごい汚れ方のものもあって、こんなに奇麗じゃないでしょうと申される方もいらっしゃると
は思いますが、模型でそこまでのリアル感を追求すればきっと粗大ごみにしか見えない残念さ
を感じるとの持論で、模型なりの美しさがあっていいと思います。そうはいってもプラスチッ
キーで玩具っぽい戯れ事は嫌いですし、なかなか難しいのですがぎりぎりの見切りが、センス
だと思っています。プラスチック製品は可塑剤の塊で (フタル酸エステル系だとか )、金型で
の成型から時間がたってしまうと揮発し抜けてしまい、ひょっとしたらランナーパーツの成型
時期が昭和のロットまであって、柔軟性を失ったパーツは、まるで枯葉のようにはらはらと壊
れてしまうあるいは折れてしまうやつと格闘しながら作る模型は、ある意味趣があり、(本音
は頭にきて (笑 )) ラッカー系塗料を吹けば染みとおるがごとく、文字通り水を得た魚のごとく
部品が柔軟性を取り戻し、喜ぶのがわかります。ご笑覧ください。

第１回

Ｄ５１

第２回

Ｃ５５

第３回

9600

第４回

Ｄ５１

第５回

Ｃ１１
（なめくじ）

鉄道模型制作記

写真 1　コロナ禍で作った５個の機関車 写真 2　D51（前方から撮影） 写真 3　D51（後方から撮影）
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　よく知られた山男の重装備で、重油併燃タンク、敦賀式集煙装置のD51 です。ご本家は北陸
本線の柳ケ瀬越え (杉津越え？ )でしょうか、さすがに時代には届いていません。トンネルの
可動式防煙幕も見たことはありません。
　ということはやっぱり肥薩線の矢岳越えに落ち着きます。天険の地、スイッチバック、ルー
プが併設されていて、大野の大カーブにはたくさんの当時の記録が残されており、写真誌上で
現在でも目にすることができます。後部補機付きの混合列車で、日本三大車窓の一つに数えら
れた雄大な風景の中をロッドも折れよとばかりに懸命に上るその雄姿は、みんなの語り草です。
　モデルは１/50 のアリイ？製 (トウホウ？オオタキ？マイクロエース？版権が次から次に変
わっていてどこでもいいです (笑 )) 皆さんが書いている通り昔の金型のままでほとんどのエッ
ジが落ちていて文句を言えばきりがありません。こういう模型が残っている奇跡に感謝し有難
く作らせていただきます。
　買ってきたのは標準型のD51。今回の目標はこれを重装備のシェルパに改造し人吉機関区に
納品することです (笑 )。全部自作するプライドもビジョンも無く、１/45 の OJ ゲージがある
のをいいことに、やれロストワックスをただ貼り付けただけだの、プラ製品に真鍮線は反則だの、
外野の声には耳を貸しません。工期短縮のためには手段は選びません。頭から集煙装置は全自作、
プラ板とプラパテによる整形で座布団のような、お餅のような微妙なRには手を焼きます。エ

アー駆動の引き棒はジャンク品をかき集めてそれらしく作りました。除煙板にはバイパス弁点
検窓をカッターで抜きましたがへたくそで、かなり傷を入れてしまいました。ドームの砂撒き
管元栓はなぜかそのままで上部にカバーを新設しています。主発電機とATS発電機はパーツ
を加工して取り付け、ボイラーの重油タンクも自作、オーバースケールがご愛敬ですがなんと
なくそれ風でしょう。ランボード上の重油タンクもプラ板で自作です。安全弁はロストワック
スの真鍮製、全体的に地味な機関車の表情で唯一ゴージャスな空気作用管は、真鍮線を束ねて
作りました。キャブの内部はそれらしく色入れをして、ランボード下の複式コンプレッサーに
は 0,3ｍｍ真鍮線で配線を追加して、三方コックのあたりは適当に配管を追加しました。テン
ダーの軸受けカバーには実物写真で見ると配線があり (何なのかわかりません )8 個のカバー
を作って 2本ずつ真鍮線を植えました。なんか ICチップみたいのが 8個できました。炭水車
には 0,8ｍｍの真鍮線で配管を追加し下面のATS車上子はプラ板とプラ棒で自作、後ろの妻面
はアングルのはしごと掴み棒を真鍮に置き換え、暖房管ホースも異径の真鍮管２種で作ってス
テップにかけるとあら不思議、国鉄機の顔になります。増炭囲いはプラ板。切り出した板はカッ
ターを使って表側にフリーハンドで線をつければ木目の出来上がり。石炭はHOゲージのもの
を (ちょっと小さい )山盛りに積んで出区準備は完了です。
　全体の塗装はタミヤのラッカー系缶スプレーでNATOブラック、グリーンが入ったつや消
し黒で機関車の塗色にピッタリ。一発で気に入りました。どうも由来は北大西洋条約機構軍の
軍用車の色らしく、ちなみにキャブ内側の天井板に張ったプラ板と (やっぱり木目がついてい
ます )キャブ内部の塗装にはNATOグリーンというやつを使いました。
　機関車と炭水車の下面全体にウエザリングで、ダークアースのつや消しを吹いて (ちょっと
汚しすぎ)ほかに使った塗料はロッド類とシリンダーの一部にメタルゴールドを吹いています。
ボイラーの火室部分は半つやの船舶模型用の艦底色。細かい部分にはタミヤの艦船用ウエザリ
ングパウダーを刷毛で擦りつければ出来上がりです。
　最後の楽しい作業はナンバープレートの貼り付け、付属パーツは縦横寸法、字体まで目を覆
いたくなるものでOJ ゲージの真鍮プレートを使いました。番号は無視して当機関区に縁もゆ
かりもありません。製造会社の銘鈑も本当ではないと思います。区名差しには縮小コピーで「人」
の金文字を乗せて流し込みタイプのラッカーで固着、合わせて「架線注意」の看板も適所に貼
り付けました。ランボード側面には、デコレーションで白線を入れた機関車も多数見ましたが、
人吉区のD51 はそういう虚飾はいらんとばかりに峻険に挑む男らしさ、その気概がかえって
伝わってきて、無いほうが素敵です。
　九州の機関車は総じて手入れが行き届きよく磨かれていましたが、晩年の実機は錆びてもの

第１回

Ｄ５１

第２回

Ｃ５５

第３回

9600

第４回

Ｄ５１

第５回

Ｃ１１
（なめくじ）

すごい汚れ方のものもあって、こんなに奇麗じゃないでしょうと申される方もいらっしゃると
は思いますが、模型でそこまでのリアル感を追求すればきっと粗大ごみにしか見えない残念さ
を感じるとの持論で、模型なりの美しさがあっていいと思います。そうはいってもプラスチッ
キーで玩具っぽい戯れ事は嫌いですし、なかなか難しいのですがぎりぎりの見切りが、センス
だと思っています。プラスチック製品は可塑剤の塊で (フタル酸エステル系だとか )、金型で
の成型から時間がたってしまうと揮発し抜けてしまい、ひょっとしたらランナーパーツの成型
時期が昭和のロットまであって、柔軟性を失ったパーツは、まるで枯葉のようにはらはらと壊
れてしまうあるいは折れてしまうやつと格闘しながら作る模型は、ある意味趣があり、(本音
は頭にきて (笑 )) ラッカー系塗料を吹けば染みとおるがごとく、文字通り水を得た魚のごとく
部品が柔軟性を取り戻し、喜ぶのがわかります。ご笑覧ください。

株式会社森商事 代表取締役

森　史朗（もりしろう）

公益社団法人福岡県産業資源循環協会 会長

好きなこと
ゴルフ、ギター・ピアノ演奏
鉄道全般、料理、孫と遊ぶこと

写真 3　D51（側面）

D51　（筆者作画）
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ングパウダーを刷毛で擦りつければ出来上がりです。
　最後の楽しい作業はナンバープレートの貼り付け、付属パーツは縦横寸法、字体まで目を覆
いたくなるものでOJ ゲージの真鍮プレートを使いました。番号は無視して当機関区に縁もゆ
かりもありません。製造会社の銘鈑も本当ではないと思います。区名差しには縮小コピーで「人」
の金文字を乗せて流し込みタイプのラッカーで固着、合わせて「架線注意」の看板も適所に貼
り付けました。ランボード側面には、デコレーションで白線を入れた機関車も多数見ましたが、
人吉区のD51 はそういう虚飾はいらんとばかりに峻険に挑む男らしさ、その気概がかえって
伝わってきて、無いほうが素敵です。
　九州の機関車は総じて手入れが行き届きよく磨かれていましたが、晩年の実機は錆びてもの

第１回

Ｄ５１

第２回

Ｃ５５

第３回

9600

第４回

Ｄ５１

第５回

Ｃ１１
（なめくじ）

すごい汚れ方のものもあって、こんなに奇麗じゃないでしょうと申される方もいらっしゃると
は思いますが、模型でそこまでのリアル感を追求すればきっと粗大ごみにしか見えない残念さ
を感じるとの持論で、模型なりの美しさがあっていいと思います。そうはいってもプラスチッ
キーで玩具っぽい戯れ事は嫌いですし、なかなか難しいのですがぎりぎりの見切りが、センス
だと思っています。プラスチック製品は可塑剤の塊で (フタル酸エステル系だとか )、金型で
の成型から時間がたってしまうと揮発し抜けてしまい、ひょっとしたらランナーパーツの成型
時期が昭和のロットまであって、柔軟性を失ったパーツは、まるで枯葉のようにはらはらと壊
れてしまうあるいは折れてしまうやつと格闘しながら作る模型は、ある意味趣があり、(本音
は頭にきて (笑 )) ラッカー系塗料を吹けば染みとおるがごとく、文字通り水を得た魚のごとく
部品が柔軟性を取り戻し、喜ぶのがわかります。ご笑覧ください。

株式会社森商事 代表取締役

森　史朗（もりしろう）

公益社団法人福岡県産業資源循環協会 会長

好きなこと
ゴルフ、ギター・ピアノ演奏
鉄道全般、料理、孫と遊ぶこと

写真 3　D51（側面）

D51　（筆者作画）

　よく知られた山男の重装備で、重油併燃タンク、敦賀式集煙装置のD51 です。ご本家は北陸
本線の柳ケ瀬越え (杉津越え？ )でしょうか、さすがに時代には届いていません。トンネルの
可動式防煙幕も見たことはありません。
　ということはやっぱり肥薩線の矢岳越えに落ち着きます。天険の地、スイッチバック、ルー
プが併設されていて、大野の大カーブにはたくさんの当時の記録が残されており、写真誌上で
現在でも目にすることができます。後部補機付きの混合列車で、日本三大車窓の一つに数えら
れた雄大な風景の中をロッドも折れよとばかりに懸命に上るその雄姿は、みんなの語り草です。
　モデルは１/50 のアリイ？製 (トウホウ？オオタキ？マイクロエース？版権が次から次に変
わっていてどこでもいいです (笑 )) 皆さんが書いている通り昔の金型のままでほとんどのエッ
ジが落ちていて文句を言えばきりがありません。こういう模型が残っている奇跡に感謝し有難
く作らせていただきます。
　買ってきたのは標準型のD51。今回の目標はこれを重装備のシェルパに改造し人吉機関区に
納品することです (笑 )。全部自作するプライドもビジョンも無く、１/45 の OJ ゲージがある
のをいいことに、やれロストワックスをただ貼り付けただけだの、プラ製品に真鍮線は反則だの、
外野の声には耳を貸しません。工期短縮のためには手段は選びません。頭から集煙装置は全自作、
プラ板とプラパテによる整形で座布団のような、お餅のような微妙なRには手を焼きます。エ

アー駆動の引き棒はジャンク品をかき集めてそれらしく作りました。除煙板にはバイパス弁点
検窓をカッターで抜きましたがへたくそで、かなり傷を入れてしまいました。ドームの砂撒き
管元栓はなぜかそのままで上部にカバーを新設しています。主発電機とATS発電機はパーツ
を加工して取り付け、ボイラーの重油タンクも自作、オーバースケールがご愛敬ですがなんと
なくそれ風でしょう。ランボード上の重油タンクもプラ板で自作です。安全弁はロストワック
スの真鍮製、全体的に地味な機関車の表情で唯一ゴージャスな空気作用管は、真鍮線を束ねて
作りました。キャブの内部はそれらしく色入れをして、ランボード下の複式コンプレッサーに
は 0,3ｍｍ真鍮線で配線を追加して、三方コックのあたりは適当に配管を追加しました。テン
ダーの軸受けカバーには実物写真で見ると配線があり (何なのかわかりません )8 個のカバー
を作って 2本ずつ真鍮線を植えました。なんか ICチップみたいのが 8個できました。炭水車
には 0,8ｍｍの真鍮線で配管を追加し下面のATS車上子はプラ板とプラ棒で自作、後ろの妻面
はアングルのはしごと掴み棒を真鍮に置き換え、暖房管ホースも異径の真鍮管２種で作ってス
テップにかけるとあら不思議、国鉄機の顔になります。増炭囲いはプラ板。切り出した板はカッ
ターを使って表側にフリーハンドで線をつければ木目の出来上がり。石炭はHOゲージのもの
を (ちょっと小さい )山盛りに積んで出区準備は完了です。
　全体の塗装はタミヤのラッカー系缶スプレーでNATOブラック、グリーンが入ったつや消
し黒で機関車の塗色にピッタリ。一発で気に入りました。どうも由来は北大西洋条約機構軍の
軍用車の色らしく、ちなみにキャブ内側の天井板に張ったプラ板と (やっぱり木目がついてい
ます )キャブ内部の塗装にはNATOグリーンというやつを使いました。
　機関車と炭水車の下面全体にウエザリングで、ダークアースのつや消しを吹いて (ちょっと
汚しすぎ)ほかに使った塗料はロッド類とシリンダーの一部にメタルゴールドを吹いています。
ボイラーの火室部分は半つやの船舶模型用の艦底色。細かい部分にはタミヤの艦船用ウエザリ
ングパウダーを刷毛で擦りつければ出来上がりです。
　最後の楽しい作業はナンバープレートの貼り付け、付属パーツは縦横寸法、字体まで目を覆
いたくなるものでOJ ゲージの真鍮プレートを使いました。番号は無視して当機関区に縁もゆ
かりもありません。製造会社の銘鈑も本当ではないと思います。区名差しには縮小コピーで「人」
の金文字を乗せて流し込みタイプのラッカーで固着、合わせて「架線注意」の看板も適所に貼
り付けました。ランボード側面には、デコレーションで白線を入れた機関車も多数見ましたが、
人吉区のD51 はそういう虚飾はいらんとばかりに峻険に挑む男らしさ、その気概がかえって
伝わってきて、無いほうが素敵です。
　九州の機関車は総じて手入れが行き届きよく磨かれていましたが、晩年の実機は錆びてもの
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すごい汚れ方のものもあって、こんなに奇麗じゃないでしょうと申される方もいらっしゃると
は思いますが、模型でそこまでのリアル感を追求すればきっと粗大ごみにしか見えない残念さ
を感じるとの持論で、模型なりの美しさがあっていいと思います。そうはいってもプラスチッ
キーで玩具っぽい戯れ事は嫌いですし、なかなか難しいのですがぎりぎりの見切りが、センス
だと思っています。プラスチック製品は可塑剤の塊で (フタル酸エステル系だとか )、金型で
の成型から時間がたってしまうと揮発し抜けてしまい、ひょっとしたらランナーパーツの成型
時期が昭和のロットまであって、柔軟性を失ったパーツは、まるで枯葉のようにはらはらと壊
れてしまうあるいは折れてしまうやつと格闘しながら作る模型は、ある意味趣があり、(本音
は頭にきて (笑 )) ラッカー系塗料を吹けば染みとおるがごとく、文字通り水を得た魚のごとく
部品が柔軟性を取り戻し、喜ぶのがわかります。ご笑覧ください。

株式会社森商事 代表取締役

森　史朗（もりしろう）

公益社団法人福岡県産業資源循環協会 会長

好きなこと
ゴルフ、ギター・ピアノ演奏
鉄道全般、料理、孫と遊ぶこと

写真 3　D51（側面）

D51　（筆者作画）
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ちょっと気になる環境ワード
サーキュラーエコノミー

　「サーキュラーエコノミー」とは、「循環経済」のことで、従来の「大量生産・大量消費・大量廃
棄」のリニアな経済に代わる、製品と資源の価値を可能な限り長く保全・維持し、廃棄物の発生
を最小化した経済をさしています。
　これまで廃棄されていた製品や原材料などを「資源」と捉え、廃棄物を最小化しつつ、資源を
循環させる経済の仕組みで、SDGs を実現するためのカギをサーキュラーエコノミーが握って
いるとも言えます。
　サーキュラーエコノミーは、リニアエコノミーや３Ｒとも発想が異なり、従来廃棄されてい
たものを新たに原料として採用するという発想です。

　さらに、環境省は、循環型社会に向けて推進してきた
従来の３Ｒを、“シェアリング”や“サブスクリプション”
といった循環性と収益性を両立する新しいビジネスモデ
ルの広がりも踏まえ、持続可能な経済活動として捉えな
おしたもの　と定義しています。
　もともと、「サーキュラーエコノミー」の発想は、ＥＵ諸国を
中心に発展してきました。オランダやフィンランド、スコット
ランド、ロンドン、フランス等、国家政策の軸に据え、経済・
環境・社会の幅広い側面における取組が進んでいます。
　一方、日本はというと、知名度は年々上がってはいるものの、企業の責任を重視する雰囲気
が出来上がっているとは言えないところですが、これから取り組みを拡大させる余地が、多分
に残されています。

環境用語解説コーナー

「A Circular Economy in the Netherlands by 2050」 を参考に作成
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　2005年以降、夏の取り組みとして定着したクールビズ。
　2021年度からは、政府が全国一律の実施期間を行うことはせず、個々の事業に応じた、多
様で柔軟な働き方に資する省エネ・省 CO2対策として、「クールビズ」を呼びかけることとな
りました。
　2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、一人ひとりのライフスタイルを脱炭素型へ
と転換していきましょう。

　すでに少しでも涼しく過ごす方法として定着しているものばかりですが、改めて見直してみ
ると新しい発見があるかもしれません。

「冷たいおしぼりタオル」
メントール香料入りの爽快感をより感じることのできるものも市販されているようですが、事業所で簡単に
作ることができるのでオススメです。

① 冷水にタオルを浸し、軽くしぼって、たたむ
② チャック付きビニール袋に入れて凍らす

水分を多く含んだ方が冷たく感じるので、しぼりすぎないこと

「い草座布団」
オフィスで過ごす方にオススメ！
サラッとした肌触りの天然素材のい草は通気性もよく、吸湿性能は、綿の
３倍とも言われています。

「マスク用アロマスプレー」
香りで清涼感を感じたり、最近では、冷却成分の入ったスプレーもあるの
だとか。

※ COOL CHOICE ウェブサイトより抜粋

2021年度も、もちろん

暑い夏を少しでも快適に過ごすには？

おすすめのクールビズグッズをご紹介

う ち わ や 扇 子う ち わ や 扇 子
を 利 用 し てを 利 用 し て
体感温度を下げる体感温度を下げる

ブ ラ イ ン ド やブ ラ イ ン ド や
断 熱 シ ー ト で断 熱 シ ー ト で
室温上昇ストップ室温上昇ストップ

冷 感 グ ッ ズ を冷 感 グ ッ ズ を
使 用 し て使 用 し て
ひ ん や り 快 適ひ ん や り 快 適

勤 務 時 間 を勤 務 時 間 を
朝 型 シ フ ト朝 型 シ フ ト

通 気 性 の よ い通 気 性 の よ い
座 布 団 等 を座 布 団 等 を
活 用 し デ ス ク活 用 し デ ス ク
チェアを快適にチェアを快適に

作り方

ポイント
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　石綿（アスベスト）による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年（2005年）
に石綿障害予防規則が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
　しかしながら、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建
築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、
令和２年７月に改正され、順次施行されております。
　解体工事等に携わられる事業者の皆様は、ご確認いただき、適切にご対応くださいますようお
願いいたします。
　また、令和３年４月１日から施行された改正石綿障害予防規則等の一部に改正があり、石綿の
分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有するものに追加がなされましたので、併せて
ご確認ください。

建築物・工作物・船舶の解体工事、
リフォーム・修繕などの改修工事に対する

石綿対策の規制が強化されます

　改正石綿障害予防規則詳細につきましては、こちら「https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/」
をご覧ください。
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経済産業省
中小企業庁

26 Sustaina Style
2021.7 No.28

Sustaina Style

FUKUOKA 行政・各団体 Info



27Sustaina Style
2021.7 No.28

行政・各団体Info



28 Sustaina Style
2021.7 No.28

Sustaina Style

FUKUOKA 行政・各団体 Info



29Sustaina Style
2021.7 No.28

行政・各団体Info



福岡県内の行政人事について

部　　　　署 役　職 氏　名
環境部 部長 小磯　真一
環境部 次長 迎田　惠之
環境部　廃棄物対策課 課長 前原　弘和
環境部　廃棄物対策課 課長補佐 光安　一英
環境部　廃棄物対策課 課長技術補佐 田口　靖三
環境部　監視指導課 課長 吉川　泰彰
環境部　監視指導課 課長補佐 野﨑　一廣
環境部　監視指導課 企画主幹 成田　　史
環境部　循環型社会推進課 課長 鐘ヶ江　弥生
環境部　循環型社会推進課 課長補佐 平山　裕章

【福岡県】

部　　　　署 役　職 氏　名
環境局 局長 富高　紳夫
環境局　環境監視部 部長 作花　哲朗
環境局　環境監視部　産業廃棄物対策課 課長 川崎　俊明

【北九州市】

部　　　　署 役　職 氏　名
環境局 局長 髙田　浩輝
環境局　循環型社会推進部 部長 浦瀬　直樹
環境局　循環型社会推進部　産業廃棄物指導課 課長 柿田　　学

【福岡市】

部　　　　署 役　職 氏　名
環境部 部長 甲斐田　忠之
環境部 次長 佐藤　浩明
環境部　廃棄物指導課 課長 田代　光宏

【久留米市】
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I n f o r m a t i o n
インフォメーション

【樹　齢】　　1200歳（推定）

【樹　高】　　38ｍ

【幹　周】　　1,240cm

鬼　杉

　福岡県田川郡添田町と大分県の境にそびえる英彦山。

　古くから神仏の鎮まる霊山として尊崇を集めてきました。

　今回は、そんな英彦山の登山途中にある「鬼杉」について、ご紹介します。

　名前の由来は、「鬼が英彦山を退散するときに持っていた杉の杖を地に突き刺した
のが芽を出して大木となった」との伝説が残っています。

▲かつては、60ｍ以上の樹高を誇っていたのだとか。
周囲のスギからひときわ抜きん出ていただろう姿を
想像するとわくわくしますね。
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理事会開催報告

委員会活動報告

令和３年５月17日（月）

書面決議

１．事業活動状況について
２． 支部会員からの意見及び要望に

ついて
３．審議事項について
４．新規入会の承認について
５．報告事項について
６．その他

第70回理事会

日　時

場　所

議　題

▶法制度対策委員会　　　　　　　　
３月25日： 全国産業資源循環連合会第２回法制度

対策委員会（Web会議）
〇議題
・ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法

律案について
・ 地球温暖化対策推進法改正案及び同改正案におけ

る廃掃法の特例措置について
・その他

▶会報編集委員会　　　　　　　　　
４月13日：会報編集委員会（協会事務局）
・サスティナスタイル NO.28の企画内容の検討

▶災害対策委員会　　　　　　　　　
協定締結済市町村　19市、13町、計32市町
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支部活動報告

３月９日：第５回支部理事会（八仙閣）
・被表彰者について
・災害協定について
・県理事会・部会報告

４月21日：第６回支部理事会（八仙閣）
・総会について
・県理事会・部会報告

４月21日：第10回定時総会（八仙閣）
・令和２年度事業報告
・令和２年度収支報告、監査報告
・令和３年度事業計画
・令和３年度収支計画

４月２日：支部役員会（飯塚研究開発センター）
・総会内容打合せ
　 決算、予算、事業報告・計画、県役員、支部役員、

役員補充の件

４月９日：筑豊支部青年部定例会（飯塚研究開発センター）
・令和３年度事業計画
・九州一斉清掃について

４月14日：筑豊支部定時総会（鯛吉本店）
・令和２年度事業報告・決算報告の件
・令和３年度事業計画・予算の件
※新型コロナ感染拡大防止の観点より中止

４月28日： 令和３年度第10回筑豊支部定時総会書面決議
・令和２年度事業報告・決算報告の件
・令和３年度事業計画・予算の件

３月６日、７日、13日
・支部資格取得事業追加講習
　小型移動式クレーン講習
　場　所：PEO 建機教習センター大牟田
　参加者：７社　17名

３月13日～ 14日
・支部研修旅行
　喜楽鉱業広島総合工場視察他
　広島県、島根県、鳥取県
　参加者：８社　９名

４月１日： 支部臨時理事会
　　　　　（ホテルマリターレ創世）
・令和３年度筑後支部総会について
・その他

４月23日：支部総会
　　　　　  （ホテルマリターレ創世）
・令和２年度事業報告
・令和２年度決算報告
・令和３年度事業計画
・令和３年度予算

３月12日：北九州支部防災研修会（市民防災センター）
◦研修内容
・産業廃棄物処理施設の火災の現状
・防災基礎知識
・各種訓練等
◦参加者：24名

３月30日：支部理事会（ステーションホテル小倉）
・産業廃棄物処理高度化事業について
・支部事業について
・支部総会について
・県協会関連事項について
・その他

４月：支部総会（書面開催）
・令和２年度事業報告承認の件
・令和２年度決算報告承認の件
・役員選任の件

福 岡 支 部 筑 豊 支 部

筑 後 支 部

北九州支部
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部会活動報告 2021.3  ～  2021.7

▶適正処理啓発部会　　　　　　　　
４月27日： ９月12 ～ 19日に実施される海岸ゴミ

の全国一斉清掃キャンペーンの参加に
ついて会員に周知した。

▶医療部会　　　　　　　　　　　　
４月30日： 九州地域協議会医療部会から九州各県

医療廃棄物を取り扱う事業者へ新型コ
ロナウイルス感染症への対応に関する
アンケートを行った。

▶青年部会　　　　　　　　　　　　
３月15日：第223回青年部幹事会（Web会議）
〇報告事項
・レベルアップ研修会について
〇協議事項
・2021年度九州ブロック九州一斉清掃について
・令和３年度第10回青年部会定時総会について
〇その他

４月８日： 青年部協議会九州ブロック第111回役
員会（長崎県稲佐山観光ホテル）

〇議題
・全産連青年部協議会幹事会について
・全産連青年部協議会全国大会九州大会について
・ 令和２年度事業実施報告書、決算・預金収支報告

書について
・ 令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案）につ

いて
・ 全産連青年部協議会九州ブロック第20回通常総

会について
・その他
〇報告
・各県近況報告
・その他

４月22日： 第224回青年部幹事会
　　　　　  （福岡県中小企業振興センター）
〇報告事項
・レベルアップ研修会について
〇協議事項
・2021年度九州ブロック九州一斉清掃について
・令和３年度第10回青年部会定時総会について
〇その他

４月22日： 第10回青年部会定時総会
　　　　　  （福岡県中小企業振興センター）
〇議案
第１号議案　令和２年度事業報告承認の件    
第２号議案　令和２年度収支決算報告承認の件    
監査報告
第３号議案　任期満了に伴う役員改選の件
〇報告事項
令和３年度事業計画　
令和３年度収支予算

▶リスク対策部会　　　　　　　　　
３月16日： ＳＴＯＰ！熱中症クールワークキャン

ペーンの実施について会員に周知した。

４月27日： 令和３年３月末時点での福岡県内の労
働災害発生状況について会員へ周知し
た。
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（協会年間目標数 0名） 

 

  

  

 

 

 
 

  

  

  

  

 

 

死亡者数 

 

0 名 

休業 4日以上の 

名 １ ２ 

福岡県内の産業廃棄物処理業における 

（２02１年１月～５月） 

福岡県産業資源循環協会 リスク対策部会 

令和３年７月１日 

労働災害発生状況 

 

 

公益社団法人 

 

出所： 厚生労働省 職場のあんぜんサイト：「労働災害統計」→「労働災害発生速報」 

「死亡災害報告による死亡発生状況」,「労働者死傷病報告による死傷災害発生状況」 

（（前前年年比比++22名名））  

令令和和３３年年度度  （（公公社社））福福岡岡県県産産業業資資源源循循環環協協会会  労労働働安安全全衛衛生生標標語語 

 

死傷者数 

（協会年間目標数 55名以内） 

収集運搬部門 

「「  ゆゆととりり  」」  とと  「「  ママナナーー  」」  とと  「「  ゆゆずずりり  」」  合合いい  

  備備 ええ てて 未未 然然 にに 防防 ぐぐ 事事 故故  
  

処分部門 

慣慣れれ過過ぎぎたた  心心にに潜潜むむ  そそのの危危険険  一一歩歩先先をを読読むむ  危危険険予予知知  
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会員のご紹介

現在会員数

新

福岡支部 筑豊支部 筑後支部 北九州支部

127 51 98 160

正会員 賛助会員 総会員

436 28 464

令和３年７月５日現在

▶収集・運搬（積替え保管を含まない）
　廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、
　紙くず、木くず、繊維くず、がれき類

株式会社　マルヨシ
代表取締役　吉田　直樹

北九州
支　部

正会員

連絡先
〒808-0024
北九州市若松区浜町３-２-10
TEL 093-771-7100　FAX 093-751-8006
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代表者の変更

名簿の変更

※ページは『令和２年７月31日現在の会員名簿』の該当ページ

〒818-0068 ⇒ 〒811-2124
筑紫野市石崎３-34-７ ⇒ 糟屋郡宇美町若草３-３-６
TEL 092-917-6666 ⇒ 092-933-1175
FAX 092-917-6667 ⇒ 092-933-7447

30P

株式会社ライト

〒830-0062　⇒　〒810-0021
久留米市荒木町白口1602 ⇒ 福岡市中央区今泉２-５-28
TEL 0942-26-0755 ⇒ 092-406-3575
FAX 0942-26-0705 ⇒ 092-406-3077

〒812-8583 ⇒ 〒813-0019
福岡市東区箱崎ふ頭２-２-26
⇒ 福岡市東区みなと香椎３-７-２
TEL 092-641-1173 ⇒ 092-518-1371
FAX 092-651-6615 ⇒ 092-518-1375
担当者　神田　裕次 ⇒ 担当者　佐々木　優子

44P

株式会社TMジャパン

156P

九州日野自動車株式会社

〒805-0017 ⇒ 〒808-0034
北九州市八幡東区山王１-11-１ひろたビル３F
⇒ 北九州市若松区本町１-５-11

114P

鶴丸海運株式会社

〒809-0001 ⇒ 〒809-0002
中間市垣生1386-１ ⇒ 中間市中底井野1164-12

122P

株式会社SAN–KEI

代表取締役　田篭　将勝  ⇒  代表取締役　小松　陽子
20P

株式会社新生

代表取締役　森　　義弘  ⇒  代表取締役　岩尾　俊平
40P

株式会社コンドー

代表取締役社長　谷田　政行  ⇒  代表取締役社長　谷田　将拓
44P, 134P

株式会社谷田建設

代表理事　安永　朋生  ⇒  代表理事　西原　幸作
156P

（一社）福岡県土木組合連合会
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「「産産業業廃廃棄棄物物又又はは特特別別管管理理産産業業廃廃棄棄物物処処理理業業のの許許可可申申請請にに関関すするる講講習習会会」」  
「「特特別別管管理理産産業業廃廃棄棄物物管管理理責責任任者者にに関関すするる講講習習会会」」  

オオンンラライインン講講義義をを活活用用ししたた講講習習会会ののごご案案内内  
 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、2020年度からＷＥＢ講義を活用した暫定講 
習会を実施してきましたが、2021年度についても、2020年度と同様にオンライン講義 
を活用した２段階形式の講習会を実施することとなりました。 

2021年度の開催日程公表及びお申込開始日につきましては、下記をご確認くださいま 
すようお願いいたします。 

 

記 

 

オンライン講義を活用した講習会 概要 
講 義 … パソコンでのインターネットを活用し、オンラインで受講する 
試 験 … 会場に来場して受験する 

申込開始 
令和３年４月１日（木） ９：００～ 
 
締め切り 
・定員に達し次第、締め切りますので、予めご了承ください。 
・テキスト送付・講義動画視聴の観点から試験日の１５～１８日前を申込締切と 
しております。課程によって締め切りが異なりますので、各自ご確認ください。 

申込方法 
（公財）日本産業廃棄物処理振興センター ホームページから申込（書書面面申申込込はは不不可可） 

試験日程 
次ページをご参照ください 

 

受験までの流れ 

 

● 当日は、「受講票」「受講確認書」「修了試験について」「筆記用具」をご持参ください 
※「受講票」はマイページからダウンロードいただけます 
※「受講確認書」「修了試験について」は、テキストと併せてお届けします 

● 受験に当たっては、マスクの着用が必要です 
● その他、受験に当たっての留意事項等をテキストと併せてお届けしますので、受験前に必ず 

お読みください 

会 場 で
受 験 

●  入金後１４日以内に（公財）日本産業廃棄物処理振興センターからテキストが発送されます 
●  テキストが届いたら、マイページにログインし、講義動画を視聴します 
   ※講義動画は２４時間いつでも何回でも繰り返し、視聴することができます 

※講義動画はご都合に合わせて分割して視聴することができます 
※講義動画は試験日まで視聴することができます 

講 義 

●（公財）日本産業廃棄物処理振興センターＨＰから申込 
※受講者の顔写真データのアップロードが必須ですので、事前にご準備ください 
※Ｗｅｂ申込のみ（書面申込は不可） 
※受講料のお支払いについては、仮申込後メールで案内が届きます 

申し込み 

● 合格者には、試験日から約３週間後に「修了証」を送付します 
● 不合格者には、試験日から約３週間後に「再試験のご案内」を送付します 
● 合否の結果は、試験後約１０日程度でマイページからご確認いただけます 
● 修了書は、通常の講習会を受講したときのものと同様です 

試験結果
送 付 
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課程 日程 開始時間 受講料 定員 会場
令和３年６月１５日（火） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年６月１６日（水） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年７月２９日（木） 9:50 75名 パークサイドビル
令和３年７月２９日（木） 13:30 75名 パークサイドビル

令和３年１０月２０日（水） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年１０月２１日（木） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

令和４年３月１７日（木） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和４年３月１８日（金） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年６月１５日（火） 9:50 40名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年６月１６日（水） 9:50 40名 （公財）福岡県中小企業振興センター

令和３年１０月２０日（水） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年１０月２１日（木） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

令和３年８月２４日（火） 9:50 40名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和４年１月２１日（金） 9:50 40名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年５月２７日（木） 13:30 75名 パークサイドビル
令和３年５月２８日（金） 13:30 75名 パークサイドビル
令和３年８月２４日（火） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年８月２６日（木） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

令和３年１０月１３日（水） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年１０月１４日（木） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

令和４年１月２０日（木） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和４年１月２１日（金） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年８月２５日（水） 9:50 40名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和４年３月１７日（木） 9:50 40名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年５月２７日（木） 9:50 75名 パークサイドビル
令和３年５月２８日（金） 9:50 75名 パークサイドビル
令和３年８月２５日（水） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年８月２６日（木） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

令和３年１０月１３日（水） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和３年１０月１４日（木） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

令和４年１月２０日（木） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和４年３月１８日（金） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

※申込方法は、（公財）日本産業廃棄物処理振興センターＨＰからＷＥＢ申込となります
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止または延期になる可能性がありますので、予めご了承ください
※受付状況は、令和３年６月３０日現在のものです。最新の受付状況は、（公財）日本産業廃棄物処理振興センター
　ＨＰをご確認ください

２０２１年度許可講習会等開催日程一覧

特管責任者

30,500円

48,700円/
68,100円

46,600円

68,800円/
98,900円

19,900円

25,200円/
38,800円

13,800円

新規 収集運搬課程

新規 処分課程

新規 特管収集運搬課程

新規 特管処分課程

更新 収集運搬課程

更新 処分課程

●（公財）福岡県中小企業振興センター
２Ｆ「多目的ホール」

（福岡市博多区吉塚本町9-15）

●パークサイドビル
９Ｆ「大会議室」

（北九州市小倉北区堺町1-6-13）
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実施団体

（公社）全国産業資源循環連合会

概　　要

産業廃棄物の処理現場で従事している方を対象に、処理現場に係る「法令」「安全衛生」「作業
工程管理」「留意点等」について、短期間で習得できるカリキュラムを編成し、「収集運搬現場
業務」「中間処理現場業務」「最終処分現場業務」の３つの講座がオンラインで学べます。

開催期間

◉第一期
　令和３年９月２日 ～ ９月30日（受付期間：令和３年８月２日～ 24日）
◉第二期
　令和３年10月４日 ～ 10月29日（受付期間：令和３年９月１日～ 22日）

申込方法

（公社）全国産業資源循環連合会ＨＰをご覧ください
https://www.zensanpairen.or.jp/disposal/training/elearn21/

実施団体

中央労働災害防止協会九州安全衛生サービスセンター

概　　要

企業内におけるＫＹＴトレーナーの養成を目的として、企業の管理監督者、安全衛生スタッフ
等を対象にゼロ災活動の基本理念、実践的な活動等の体験学習を行います。

開催時期及び申込方法

中央労働災害防止協会九州安全衛生サービスセンターＨＰでご確認いただけます
https://www.jisha.or.jp/kyushu/seminar/g4600_kyt_2d.html

関係団体が実施する研修会のご案内

産業廃棄物処理現場業務ｅラーニング講座

ゼロ災ＫＹＴトレーナー研修会
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福岡県と締結した災害廃棄物の処理に関する協定が
経営事項審査の加点対象となることについて

　公益社団法人福岡県産業資源循環協会では、大規模災害時の廃棄物処理について平成15年
３月27日、福岡県と「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」を締
結し、以来、当協定が福岡県による経営事項審査の加点対象として評価されております。
　ただし、他の団体で災害防止協定等同様の加点を受けている方は、二重に加点を受けること
はできませんのでご注意下さい。
　協会員の皆様におかれましては、本制度を活用され、会員としてのメリットを享受されます
ようご案内いたします。

協会への交付依頼手続きの流れ

１．交付依頼申請書類の入手
　まず、以下の２点の交付依頼に関する申請書類を入手していただく必要があります。
　　①経営事項審査に必要な書類の交付について（依頼）
　　②協定書に基づいて災害応急活動等に従事するものであることの証明書
　申請書類の入手方法には、以下の２つの方法があります。
　　ア．�協会ホームページ「会員の皆さま」�⇒「経審等の証明書申請」�からダウンロード
　　イ．協会事務局まで電話（０９２－６５１－０１７１）で請求する。

２．交付依頼申請書類への記入・押印
　　①「経営事項審査に必要な書類の交付について（依頼）」への記入方法
　　　「日付」・「所在地」・「商号又は名称」・「代表者名」欄の４箇所にご記入下さい。
　　　併せて「代表者名」欄に押印（代表者印）をお願いします。
　　②「協定書に基づいて災害応急活動等に従事するものであることの証明書」への記入方法
　　　�「所在地」・「商号又は名称」・「代表者名」・「許可番号（建設業に関する許可番号）」欄の４

箇所にご記入下さい。
　以上の２点の書類への記入・押印が完了後、協会事務局まで郵送にてご送付下さい。

３．協会事務局にて関係書類の作成
　協会事務局へ上記２点の書類が到着後、以下の関係書類４点を作成の上、お送りします。
　　①協定書に基づいて災害応急活動等に従事するものであることの証明書（会長名押印）
　　②福岡県との災害協定書の写し
　　③協会員であることの証明書
　　④協会役員連絡網及び協会支部会員名簿

４． ３で作成した４点の関係書類を、経営事項審査時に必要書類に添付して提出
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メールアドレスの登録をお願いします！！

協会事務局からのお願い

　当協会では、会員支援の一環として、法改正や研修会各種のご案内等、鮮度の高い情報提供を

行っております。

　情報提供の方法として、FAX もしくは電子メールでの配信を並行して実施しているところです

が、当協会では、環境保護の観点から、電子メールでの配信を推進しております。

　つきましては、メールアドレスの登録がまだお済でない会員様は、下記アドレスまでメールを

ご送付いただきますようお願いいたします。

電子メールのメリット

◦コピー用紙の節減

◦ご案内文内に URL の記載がある場合、クリックでき、速やかに情報の入手が可能！

◦一社で複数のメールアドレスの登録が可能なので、情報共有が簡単！

登録方法のご案内

◦タイトルに 「メールアドレス登録」 と入力

◦本文に 「会社名」  「担当者名」  「電話番号」 を入力して送信

以下のメールアドレスにお送りください。

送信先： i n f o @ f - s a n p a i . o r . j p
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しました !!

協会Ｗｅｂサイトが

リニューアル

よりシンプルに、
よりわかりやすくをモットーに。
福岡県内の産業廃棄物に携わる皆さまが必要とする情報や

その関連情報に、 よりアクセスしやすく、 より身近に感じてい

ただくことを目的にリニューアルしました。

引き続き、Ｗｅｂサイトの機能 ・情報の充実化を図り、ＳＤＧｓ

時代に沿った、 より魅力的なサイトへと進化させていきます。

スマホやタブレット端末

からの閲覧を意識し、

縦スクロールサイトデザイ

ンを採用

欲しい情報にスムーズに

アクセスできるサイトデザ

イン

動画や画像を利用した

タイムリーな情報発信を

可能とするシステムを採

用

マニフェストがＷｅｂサイトから注文可能に !!

経営事項審査等証明書関連の配置も変わりました。

メニューバーの 「会員の皆さま」 からお進みください。

Ｎｅｗ Ｗｅｂサイトはこちらから　⇒

https://www.f-sanpai.or.jp
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編集委員と事務局員の ひとり言 コーナー

　今まで漫画やアニメという世界とは無縁で、話題作に特に関心を示すこともなく、事務局でも

女性職員が、おもしろいよ！といくつか作品を勧めてくれても、うーん・・・と気のない返事で

した。

　昨年は外出自粛による、おうち時間が増えたこともあり、どんなものかなぁ？と動画配信や書

籍サイトなどに少し足を踏み入れてみたところ・・・“あっさり”とアニメの世界に引き込まれ、続

きが気になると漫画を読み進めていました。

　例えば…大ヒットを記録している話題の鬼滅の映画は公開時点でまだ主人公の名前すら知らな

かったのですが、短期間ですっかりハマってしまい4DXを観に行くほどです。

　最近では好きな作品のノベライズ（小説版）をあわせて読むこと

もあり、本編の背景となるエピソードを知ることができたり独立

した内容の短編になっているものもあるので本編には描ききれな

いキャラクターの新しい一面を発見できたりと、より楽しむこと

ができます。

　これから、まわりのおススメも参考にしながらゆっくり楽しみ

を増やしていこうと思います。

食わず嫌いでした…

事務局職員
　古川　敦子

会報編集委員
　廣石　武彦

半年前から会社でGoogleを活用していこうということに決定しました。
楽に仕事をしたい！もっと便利なものを使いたい！
という想いでスタートしました。
Googleの法人契約をし、今までになかった社員全員にメールアドレスを作成し、予定もグーグルカ
レンダーを活用するなど少しずつスタートしていきました。
今までは、ホワイトボードや事務所にかかったカレンダーで予定を管理していましたが、記入するの
が手間だったり、外出中は、他の人の予定が分からずに、日程を確認するのに時間がかかったりして
いました。

でも新しい事を導入する時には、やはり抵抗があります。
しかし、初めてスマホを使いだした時も最初は、慣れずに扱いに苦戦した方も多かったのではない
かと思います。使い続けることで、今では誰もが手放すことが出来ない物になったかと思います。

半年たった今では、グーグルカレンダーやメール、チャット、Googleドライブ、Meetなどを使い
こなすことで、管理も楽になり、色々な作業をスムーズにこなすことが出来るようになりました。
改めて、新しい事にチャレンジすることで、最初は時間がかかっても、とても快適で楽に仕事が出来
るなと感じています。

次は、何をチャレンジしていこうかな・・・

新しいことへのチャレンジ
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編 集 後 記
　『Sustaina Style No.28』 をお読みいただき、ありがとうございます。
　2021年度第１回目のお届けとなりますが、３回目の緊急事態措置期間中の編集作業となりました。
コロナ禍で不要不急の外出自粛をしているせいか、季節が春から夏へとあっという間に変わり、“季節”
を感じることが昨年から少なくなっているように感じます。
　梅雨入りも例年よりも半月ほど早く、より夏への入り口が早く到来したような気がして、来年こそは、
ゆっくり季節を感じたいと思っているところです。

　梅雨が明ければ、夏本番ですね。マスクで過ごす２回目の夏です。
　『Sustaina Style No.28』では、毎年恒例とはなりますが、クールビズや熱中症対策について掲載して
おります。普通にしていても暑いのに顔周りをマスクで覆われるのは、つらいものがありますよね。
今年は、例年実施している暑さ対策を一度見直すキッカケにしていただければとの思いで編集してお
りますので、各社の参考になれば幸いです。

　もうひとつ今号のオススメで、新企画 「実はわたし、○○なんです！」 をスタートしました。この企
画は、「実はわたし、○○が趣味なんです！！」 「実はわたし、前職○○でした！！」 「実はわたし、こん
な１日過ごしています！！」 など、産業廃棄物処理業に従事するスタッフの方にスポットを当て、ご紹
介するコーナーです。会員企業間・従業員間での情報交換や交流の場になればと思い企画しましたので、
是非、多くの方にお読みいただけると幸いです。
　次号以降、「我こそは！！」 とお考えの方がいらっしゃいましたら、是非、会報編集委員会までご連絡
ください。

　終わりに近づいてきましたが、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が徐々に進み始めているも
のの、まだまだ先は不透明なままです。各社における感染防止対策は今後も継続必須となりますので、
引き続き、ご協力いただきますようお願いいたします。

　最後に、今回、取材にご協力いただきました会員の皆さまには心より感謝申し上げます。これから
も「ためになる」「楽しい」会報誌を作れるよう精進してまいります。次号は11月頃発刊予定です。お楽
しみに！

― サスティナスタイルは福岡コロニーで印刷しています ―
社会福祉法人福岡コロニーは障害者の施設です

　わたしたち福岡コロニーは印刷事業・福祉
事業を通じて障害者の「はたらく、くらす、
そして地域へ」を目指しています。
　おかげさまで今年度創立68年目となり、印刷
事業は伝統と信頼のなか多くの“なかま”とデザ
イン・印刷・製本まで一括して作成しています。

社会福祉法人福岡コロニー
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜１丁目11-１� TEL 092-962-0764
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